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(ブログ)
時計

親戚から頼まれた契約書の作成をボスにお願いしていたのですが、それが出来たとの連絡
があったので、ボスに今日持ってきてもらいました。
で、その時
「で、テナント探しの方はどう？なんかいいの、あった？早くみっつけたい」
と幾分せかせ気味に訊いたのですが、ボスは
「わしの部屋には時計がたくさんある。夜中になると、コチコチ、コチコチ、かなり大きな
音だ」
「えっ？何の話？」
と、意味が解らず思わず口をはさんだのですが、ボスはそれには、一向お構いなしに
「デジタル時計なら音はしない。静かだ。でも、時間という奥行きがないような気がする。
ペッちゃんこの「紙っぺら」みたいで、なんか「有難み」を感じない
それに、早くしろ、いついつまでにこれをしろ、あれもしろ、って追っかけられているよう
な気がする。残り時間ばかりが気になる。何かがどんどん減っていく気がする。盗まれてい
る気にもなる。追い詰められている気もしてくる。
でも、100 均のコチコチ時計は、それがなくて、あー時間は流れているんだなという、豊か
な感じがする。ペッちゃんこでもないし、残りいくらでもない。後ろから自分の中を通って、
前につながっている気がするんだ。
貰ったバトンを渡せばいい・・・とかな。
100 均時計さま、さまだな。安上がりでええやろ、なっ」
せかせたことで、自分をデジタル時計に譬えて「チクリ」なんでしょうか？
それとも本当にボスは物件探しをまじめにやっているんでしょうか？
「またぞろ大好きな哲学をやっているだけじゃないのだろうか？」
少し心配になってきました。

(Blogs)
A clock
I have requested Boss making the contract which was requested by my relatives.
Today in this morning Boss phoned to me “Made up”, then Boss brought it.
At the time I asked to him with a little bit “hurry up” feelings
“By the way, How about tenant’s searching way? Is there nice one or not? I`d like to find out
it, earlier!!”
The Boss said
“I have many analog clocks in my room. While in the night, those sound “Tick, Tack”
anywhere around me, a little bit so loudly”
“Ah? What`s story, is it?”
I asked without being understandable. But Boss never stopped this story and continued
“Digital clocks never sound, and it`s silent. But I feel it has no depth of Time
It seems like a pressed and thin paper, and that makes me felt no thankful, too
And I feel to be said from someone,” Hurry up!! Done it by the time, and another one, hurry
up, too!!” That also makes me rush!!rush!! I feel so
Only remaining time, I notice. I only feel something reduced, feel something stolen and feel
I`m tracked behind me by something
But one-coin clocks never have it, and it makes me felt” Ah! Time has been flowing, feel it
rich
Never pressed one, never remaining one but from the past and through me, then to the future,
it flows and links, I feel
The baton, handed over from someone in the past, then hand over to someone in the
future…like that
Oh!! One-coin clock, Sir!! Hey, you, it never cost me. It`s so good!! An?”
Is it a quiz to me using a word “Digital clock”? Because I made a haste boss about tenants
matters
Or has Boss seeking the tenants with genuine mind, indeed?
“Once more again, Boss has been enjoying the “Philosophy” which he loves too strongly
Or not?”
That makes me a little bit worrying and troublesome again
Thank you

